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ClinicaHeatuTeSandpostoperativeoutcome｡f42patiemts融thimfectiveendocarditis

werereviewed,andareformedstrategyforsurgicalmanagementwasdiscussed. Subject

includedpatientswhounderwentsur.gerybetween1980and1996atNiigatauniversity

Hospital, Localizedvalveimfeetionwaseasilytreatedwithsur留eYYWhetherhavingacute

acarefulandintensivecareincludingpreventionofhemorThagiccomplica甑nsandsurgical

managementofmycoもieaneunTSm. Aorticperiannuiar･abscesswasseriousproblem requiring

mlnularreconstructionandcOIllPlett)st(汀ilizatiollusingantibiotictllPr(lp1,. ForitltraCtable

IE.acuteorsuhacutesLIrgiLlalinten,entionshouldk IでCOmmelld(1d,alldc()mpletpstmctuml

reconstructionandintensiveantibiotictherapyshouldbeconsidered.

Keywords:imfect主veendocarditis,periannularabscess,cerebrospinalcomplication

感染性心内蓬莫炎,弁輪周囲膿濠,脳脊髄合併症

外科医を悩ますことも希ではない.HuTStらのテキス

序 トブ ック rtheHeart｣第8版には,1980年前後におけ

感染性心内膜炎 (Infee汀veEnd｡carditis,IE と略) る IEに対する抗生物質治療の有効率は63-87%と記

は,心内膜,ことに弁膜を主産とした亜籍な感染症で, 載されているが1),1990年代の本邦に於て,このように

近年増加健闘 こあるとともにその治療方針をめぐり心臓 良好な成績は期待できない.その理由として,① 曜患
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年齢の高齢化,② 急性増悪 し,容易に心不全に陥る例

の増加,③ 皮膚,限症状等の旧来の鼎型的症状はあま

り見られない,④ 心内をこ代周弁等の異物がある例が増

加,⑤ グラム陰性菌や薬菌感染例が増加,等が挙げら

れている.そこで,著者らの教室における手術症例を対

象として,近年の 王E病像の特徴を望示せるとともに,

進展パタMy (病型)分輝を試み,更に外科治療のタイ

ミングと解式上の工夫について述べたい,

対 象 症 例

1980年から1996年までに教室にて外科治療を施行 し

た IE 症例は竣2例です男性33例,女性 9例予手術時年

齢は12-71歳,平均47±15歳であった.

初発症状は発熱30例,発熱+呼吸困難 2例,発熱+秤

経症状 (意識障害を含む)3例,呼吸困難のみ,神経症

状のみ,全身倦怠のみが各々2例であった.碍厳弁は大

動脈弁21例 (50%),僧帽弁は例 は4%),2個以上の弁

に及ぶもの5例ヲ代用弁 5例,非弁性 1例であった.

また基礎心疾患が確定できたのは26例 (62%)のみで,

リウマチ性弁膜症 7軌 大動脈二粟弁 6例,変性による

弁膜症4例,代用弁 5例であり,他に心室中隔欠損症 2

例,心内膜床欠損症 且例,ペ-チェット病 1例であった.

冠状動脈疾患やペ-スメ-カ-等の代開発以外の心内異

物によると考えられた症例は認めなかった.

血液培養で確定された起衆菌は,遮頗球菌21例 (秤-he-

IllOlytiL-gI･(-uP16f札 Sこ川giuSコ例.IllulこIIIS llq-lj.

intL,rmedius l例,pneunl川1iこ11丁町 .lJ:卜r'-T球菌(i

例 (auyeus2軌 ep豆dermidis3例),グラム陰性菌5

例 (Actinobacillus,Listeria,仁恵diobaeterium,E.coli)

管,Ne卵tiveCulture9例であった.

病変の進展 ･活動性

外科治療を要 した本症例を臨床的対応の違いから大別

すると,

① 弁の異常以外に特筆すべき所見は認めず,心不全

により手術適応となったもの

② 経過中に,脳梗塞,躯出血,髄膜炎や腎肺梗塞等

を発症 したもの

③ 曜患弁の弁輪から心筋内-感染が進展 し,弁輪周

囲膿慶を形成 したもの

に分解 して考えることができる.著者は,これらを仮に

① 弁尖限局塾,② 臓器障害型,③ 弁輪周囲膿痴瓢

と呼称 して,それぞれの臨床約時教を明らかにするとと

もに,外科治療成績の差異を検討 した.

弁尖 限局型 (I.0(aljT.i,d tI,pt,)

42例中予22例 (52%)那,ここに分探された.抗生物

質治療により,多 くの例では解熱 したが,手術直前で,

4例では白血球数 9,800.-14号000と束だ増多を示 し 10

例では CRPは陽性であった.菌橡は,連鎖球菌が,13

例 (59%)と最屯多 く,ブ ドウ球菌 且例,グラム陰性菌

3例であった.鳳敷弁は,大動脈弁il例,僧帽弁6例,

大動脈弁+僧帽弁 3例,肺動脈弁 且例,三尖弁 1例であっ

た書22例中8例では,弁尖または鰹索に限局した ve酢t計

tionを認め,うち2例では vegetation内に菌を認め,

鍾.織学的には好中球浸潤を伴う急性炎症所見を室 してい

た,

これらに対 し,17例では寮置換術を,5例では ve齢ta-

tion切除を含む弁形成術を施行 した.手術手技上困難

な問題は無かったが92例が心不全の増悪のため術後 2

ケ月以内に死亡, 1例は 主監 再燃のため再手術を余儀

なくされ その半年後突然死 した.また術後7年以降に,

癌,事故等で3例を失った (図 1),

臓器障害型 (Distieminatt･dtyl)tl)

近年,‡E 症例の中には神経症状を伴 って発症する例

や抗生物質治療中に脇,腎苧碑などに虚血性または出血

性合併症を望した例がしば しば見られるようになった.

本シl)-ズ中ではiO例 は4%)にかかる臓器合併症が観

察され 心不全の進行との関薩で手術の変通時期の決定

に苦慮 した.臓器障害としては,躯梗塞が7例 (出血合

併 2例,多発性 3例)と最も多 く,鶴に髄膜炎2例き腎

梗塞,騨梗塞各 1例であった.脳合併症発症例では原則

として発症後2-3週間観察を行い,へパリソを履いた

体外循環が安全に施行できるのを確認 してから手術の方

針とした.また多発梗塞の 1例では, 2ヶ所に感染性脳

動脈癖を認めたため,IE 手術後26日目に,脳動脈癖の

Clippin宮を施行 した2).

本病型10例中男性は9例を占めタ曜患弁は大動脈弁 2

例,僧帽弁6例,大動脈弁+僧帽弁2例 (うち代用弁 IE

3例)でヲ起東商は連鎖球菌3例,ブ ドウ球菌 3例,

Listeria l例 (髄膜炎例)であった.発症から手術ま

で3′-12週間の間,抗生物質治療が施行されたが,手術

直前LrllEIlfll球数は こう例で 1(1.50(ト I才.0(1(卜L_自【f【l球増 車

杏,また7例は CRP 陽性であった.このように本病

型は,男性で僧帽弁感染例に多く,起炎菌には特に-定

した傾向は認めなかった.

以上10例に対 し 3例で丙弁置換術,6例で弁置換術,
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生存率
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図 1 病塑別の術後生存曲線

1例で弁形成術が施行 された,10例車7例で弁尖に

Vegetation窪たは腰痛を認めた.脳障害の検索が不十

分のまま,心不全の進行のため緊急弁置換を施行した1983

年の 1例を術後23日,脳出血で失い,勉に多発脳梗塞,

弁輸周囲膿慶を合併 した 1例を術後 8日,心不全のため

失った.更に, 1例を備後 2年で IE 再燃による代用

弁縫合不全に対する再手術後失い, 1例は術後5年,突

然死 した.

弁輪周 囲腰痛型 (Abs仲 LiSt.Vpe)

心超音波検査法の発達により本病塾の術前診断は容易

となった.本病塾は,王E に対する抗生物質治療中に出

現 し 弁周囲の再建に多 くの工夫が必要であり,感染の

完全な制御はしばしば困難となるため,一見抗生物質治

療が成功 したかに見える症例にあっても,常に,注意が

必要である.

筆者らのシfj-ズでは12例 (29%)を去め (臓器障害

型との義援2例を含む),男性1ま例,躍患弁は大動脈弁10

例,僧帽弁 2例,菌橡はブ ドウ球菌4例,連鎖球菌 5例,

E.Colil例であった.発症から3へ.ま6週間抗生物質

治療が施行されが,手術直前の白血球数は3例で 10,500-

13,700と増多を宴 し,CRPは9例で陽性であった.

腺癌部位は,大動脈弁の右,蛋,無冠尖,僧帽弁の前,

後尖のいずれにも見られ Jb憂中隔穿孔または完全房室

ブロックを来たした症例 も各々2例認めた.切除 した弁

尖の組織学的検索では,いずれも急性炎症所見を認め,
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3例では菌体が確認され 5例では vegetat主on も認め

た.いずれの症例に於いても弁輪の山部が破壊欠如 し,

更に7例で弁輪周囲の組織まで膿痴形成が有 り,まず弁

輪の再建を行い,これを利周 Lて弁置換を施行 した3).

これらの内, 6例が術後 2年以内に心不全または感染

の再燃により死亡 した.85年と87年の2例では弁輸腺癌

による欠損部をプレジェット柑 poiyester糸で直接縫

合閉鎖 し,この近傍では,大動脈の外側よりフェル トを

用いて代用弁縫着用の糸を刺入 し,代用弁置換を施行 し

た. しかし,2例とも感染の再燃による縫合部離開また

は左心室一大動脈離開を生 じ,再手術を余儀なくされた.

こうした苦い経験から,1988年以降は膿蕩腔の徹底 し

た郭清,比較的大きな腰痛贋に対 してはパッチを用いた

腔の閉鎖,比較的大きな弁輪部欠損に対 しては,fringed

prosthesisを考案応用 している4).

fringedprosthesisは,代用発給周囲に幅 2cm ほ

どの代用材料 (ウマ心膜,ダクロン等)をあらかじめ縫

合 しておき,代用弁輪そのものと frin宮eの辺縁を用い

て二豊に代用弁を縫斎固定する.パッチ等をこよる腺癌腔

の閉鎖が可能な弁翰欠損やあ じ宴-大動脈弁の不完全離

開がよい適応と考えている.

心 内膜 炎の活動性と病型

IE (坐.モ動性LJrl表現として従来 MこInhas 吊り血液学

的病理学的分類が周いられてきたが5㌧ これは retrospec -

tiveに定義されるため外科治療方針を故意するうえで
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表 1 痛 里 別し･11特 徴

弁尖限局型 臓器障害型 弁輪周囲腺癌型 諾諾-test
(∩-22) (m-10) (n-i.2)

年齢性別 (罪//女) 且2--66 24J7---ノ61 38-ノ71 捕.S.

嶺4,3±16.2 4臥2±11.4 52.6±u.2

且5/7 9月 Ⅰトl N.S,

薗穫Str叩tL.いぐL.uS 13 3 5 卜 S.

Staphyiocoecus 1 3 1
Gr汁m 陰性 3 1 1

不 明手番直前値白血球増多 5 3 24 3 3 N.S.

CRP陽性切除弁病理急性炎症 川 7 9 T7ヾ 0.12 6 12 p<0.01
寮内菌体 2 2 3 N.S.

隈患部位大動脈弁 ll 2 川 巨僧略す大動脈弁十僧帽サ 6 6 2

実際上は参考にならない,また由血球増多や CRP陽

性の所見は抗生物質の効果の判断には蛋要であってもそ

れ白身,外科治療の難易度や治療成績の良否には閑適 し

ない.そこで著者は前述のように外科治療からみた病型

分類を試みた.

この結果,病型によ机 ､くつかの特徴が認められた.

すなわち,女性は殆どが弁朱限局型を宴 し ブドウ球菌

感染例は 1例を除き,臓器障害型または弁輪周囲膿痴型

であった.また嬢器障害型は増帽弁感染例に多く,弁輪

周囲膿療型は殆どが大動脈弁感染例であった (衷 1).

術後生存曲線を固 まに示 した.弁尖限局型の術後 7年

以降の死亡3例は本疾患とは無関係の鶴病死であった.

術後 5年での期待生存率は弁某限局型 86.竣±7.3%,描

器障害型53.3±17.6%,弁輪周囲腰痛塾射.0±16.5%

であった.

90年代 に於 ける外科治療戦略

前述の各病塾毎の成績から,外科治療戦略を考える上

で蚤牽ないくつかの点が浮かび上がる.

第 1に,感染急性期に於げる外科治療の意義である.

凍症では,抗生物質治療による解熱,白血球数正常化に

も拘らず,局所では炎症が持続 し予血行性播種や心筋内

への膿痴進展をもたらす例が少なからず認められ これ

らはいずれも予後を悪化させた.韓にブ ドウ球菌感艶

血液培養で起楽園を同定できなかった例や心エコ-検査

で弁周囲の鼎常や ve酢ta血 ま･号を認める例では,急性期

であっても硫極的な外科治療により予後を改善できる可

能性がある,

第2に,手術手技上の新 しい Conceptとして弁尖限

局型では形成手技の利鳳 弁輪周囲膿慶型では腺癌腔の

パッチ閉鎖 8人工補填材料の応用である.これらは,い

ずれも本症治療のこれ濠での基本的考え方,すなわち,

弁切除-弁置換,人工材料は可及的に避ける予膿癌は開

放とする,等に抵触する.

しか し 非 Tjウマチ性の僧帽弁をこ生 じた IE では,

発案の穿孔,Vegetatiom,鮭索の一部断裂,局所的炎症

等が主な病変である,現在細菌感染 していると思われる

病的組織の除去さえ施行すれば,僧帽弁形成手技により

再建が可能なことも少なくなく,また著者の5例でいま

のところ再燃例はない中

また,弁輪周甜腺癌にあってほ,左心室-大動脈基部

の力学的再構築を重視L,縫合不全や乱流の場を作らな

いことで,むしろ治療を成功に導いて行けると考えられ

る.

第3に,手術中の局所の無菌化や術後の抗生物質治療

を完蟹に施行することの蚤要性である.このため,最近

は膿癌腔部活艶 抗生物質を含有させたブイブリソゲル-

を周いた り,術後 CRP陰転化まで抗生物質治療を継

続 している.
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お わ U に

IE をこ対する近年の教室での治療経験から病型分輝を

試み,また 1990年代の治療戦略について述べた.
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